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背景: 医療従事者の負担には，専門的な知識・技術を提供する専門的負担と，書類作成・入力など

の医療情報を共有する為の専門外的負担がある。我々はこれまでに事務作業の高効率化と情報共有

とができる訪問看護支援システム，訪問介護支援システム，ケアマネージャー業務支援システムを

構築している。本研究ではこれらのシステムを統合し，外来がん患者を対象とした在宅医療支援シ

ステムを構築し評価する。

方法: 本構築システムは，職種による情報の閲覧権限を導入する事により，医療従事者は患者との

コミュニケーションや診療情報の登録・閲覧が可能であるのに対し，患者は患者間及び患者・医療

従事者間でのコミュニケーションの登録・閲覧のみの利用を可能とする。

結果: システムの評価は，20代から50代までの模擬がん患者12名で行った。タスク達成時間の評価

では，若年層に比べて壮年層が長くなったが，1.5倍以内であった。またWUS評価では，システム

の『反応性』は満点の5.0で，他の項目に関しても3.0から4.0の比較的高い値になり，年代別の極端

な特徴も見受けられなかった。

結論: 以上から，本構築システムは年齢に限らず，どの患者にも対応できることを示した。
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ステム，ケアマネージャー業務支援システム

はじめに

　平成26年の主な死因別の死亡率 (対人口10万) をみる

と，がん293.5，心臓病157.0，肺炎95.4，脳卒中91.1，

老衰60.1などとなっている1。これを年次推移でみる

と，がんの死亡率は一貫して上昇を続け，昭和56年以

降死因順位の第1位となっており，死亡率2位の心臓病

のほぼ倍の値になっている。また，厚生労働省が示し

た平成24年度がん対策推進基本計画では，機関間，職

種間や地理的等の各種の境界を越えて切れ目のない医

療・介護情報連携を実現することにより，地域の医

療・介護サービスの質の向上，地域連携ネットワーク

を活用した病院・診療所間の情報連携による疾病管理

や，在宅医療と介護との情報連携を通じ，質の高い医

療・介護サービスの提供を行う事，外来がん治療にお

いて専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備する

事，がん治療における病理診断又は画像診断に関する

依頼，手術，放射線療法又は化学療法に関する相談な

ど，地域の医療機関の医師と相互に診断及び治療に関

する連携協力体制の整備を明記している2。

　一方で，現在，医療情報のIT (information technology)

化に伴い，電子カルテシステムをはじめとして，院内

や施設内で利用される多くの医療情報システムが開

発，導入されており，病院業務の高効率化に大きく貢

献している。またインターネット等の通信技術を利用

したWebベースの情報共有システム等は，地域医療連

携を可能にする一つの方法として期待されている。さ

らに，厚労省が住み慣れた地域で安心して質の高い医

療サービスを受けながら生活していけるような社会を

目指し，地域における医療機関等の間で必要な情報連

携を進めていくことは重要だとした医療分野の情報化

の推進3を示して以来，施設間連携として遠隔画像診断

支援システム，在宅診療や訪問サービスにおける電子

カルテシステム4，業務支援システム5,6など，Web運用

に関する研究が報告されている。

　以上のように，がん患者，特に外来がん患者への医

療サービスの連携や推進に加え，IT化の推進が望まれ

ている。そこで，本研究では外来がん患者に対象を絞

り，これまでに個々に構築した支援システム，すなわ

ち，訪問看護と訪問介護とに着目して，患者には安

心・安全を，スタッフには作業の負担軽減や高効率化

を目指した訪問看護支援システム，訪問介護支援シス
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テム，ケアマネージャー業務支援システムの三つのシ

ステムを統合し，医療や介護，リハビリテーションな

ど，がん治療に関わる包括的な医療サービスの提供支

援と円滑な医療連携が行えるシステムの構築を目的と

する。

構築システムのシステム概要と評価方法

1. システム概要

　開発にはWindows-PCをシステム本体として，Web

サーバソフトウエアにApache，言語はPHP，データ

ベースにMYSQLを用いた。在宅医療支援システムは

訪問看護支援システム，訪問介護支援システム，ケア

マネージャー業務支援システムの三つのシステムで構

成する。この在宅医療支援システムではWebを介して

がん患者宅や，病院などの任意の場所からデータ登録

や閲覧を可能とする。図1にそのシステムの概略構成図

を示す。各支援システムで実施できる項目も，同図内

に示す。訪問看護システムで利用するがん患者の基本

情報，訪問看護計画，訪問看護報告書などはA市医師

会訪問看護ステーションで現在利用されている書式と

する。

2. システム試行と評価方法

1) 対象者

　本構築システムの試行・評価は20代 (1人の女性およ

び4人の男性)，30代 (2人の男性)，40代 (1人の女性およ

び1人の男性) および50年代 (1人の女性および2人の男

性) の12人の模擬がん患者によって実施する。これらの

模擬がん患者12名はがんに対する一般的な知識を有

し，外来での受診方法についての理解も有し，家族が

通院経験を持つ対象者も6名いる。また評価を行う前

に，「評価の目的，流れ」を説明し，同意を得た日に

評価を行う。

　一方，スタッフはA市医師会訪問看護ステーション

の訪問看護師2名によって，本構築システムをステー

ション内で操作した上での意見を聞き取り，評価す

る。

2) タスク達成時間の計測

　タスク達成時間は使用機器の性能に依存するため，

本研究ではMicrosoft Windows OS (Operating System) を

搭載したPC (CPU: Pentium 4 2.80 GHz，メモリ: 2.99

GB) のみの使用とした。

　タスク評価では，模擬患者12名にあらかじめ本構築

システムの概要を紙面にて説明した後，日記機能，コ

ミュニティ機能，メッセージ機能の利用に関する2つの

図1.  在宅医療支援システムの概略構成図
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タスク (①システムを起動し，模擬患者自身の登録をし

てください。②機能内のいずれかの項目を閲覧し，シ

ステムを終了してください。) を達成する時間，すなわ

ちタスク達成時間を測定する。時間計測はマウスのク

リック時間をクリック記録システムによって記録する。

3) WUSによるシステム評価方法

　本研究では，パフォーマンス測定の満足度評価に

WUS (Web Usability evaluation Scale) を利用し，アン

ケート調査による満足度の評価を行う。

　現在Webサイトの評価にはサイト作成専門家の経験

則により評価するヒューリスティック評価や使用者側

からの問題点を発見するユーザテストを中心に行われ

ているが，これらの手法はコストと時間がかかるた

め，開発コストがハードウェアよりも低く，開発期間

の短いWebサイトにおいては適応されにくい。特に

Webサイトにおいては，ユーザーの主観的満足度を得

ることが重要となる。主観的評価は定量的なデータに

よって裏付けされることが望ましく，ヒューリス

ティック評価やユーザテストでは対応しきれない部分

も大きい7。したがって，簡潔かつ定量的にWebサイト

のユーザビリティを評価することのできる手法が望ま

れている。

　一方，WUSは日本語によるWebサイトのカテゴリー

横断的なユーザビリティ評価のためのアンケート評価

法である。そしてユーザーが感じる問題点を短期間で

抽出できる評価方法でもある。アンケートの回答方法

は，運用場面における回答者の負担や精神度を考慮

し，各21項目について，「大変そう思う」〜「全くそう思

わない」までの5段階評価である8。

　WUSの評価因子は7因子からなる。これらの7因子

は，①Webサイトについての主観的な印象や満足につ

いての因子【第1因子 (好感度)，第3因子 (役立ち感)，

第7因子 (内容の信頼性) 因子)】と，②Webサイトを

「使う」ことについて (狭い意味での「使いやすさ」に

ついて) の因子【第2因子 (操作の分かりやすさ)，第4

因子 (構成の分かりやすさ)，第5因子 (見やすさ)，第6

因子 (反応の良さ) 因子】との2項目に大別することが

でき，主観的な印象や満足についての因子を，明確に

抽出することができる8。全評価項目数は，7因子それ

ぞれが各3項目から構成されているので7因子 × 3項目

= 21項目となる。評価項目の詳細は付録に示す。

　因子ごとの各項目については，運用場面における回

答者の負担や精度を考慮し，5〜1の5段階尺度とし，

得点計算は，運用上の「使い勝手」を考慮し，各3項目

の素点を単純平均する。7因子の得点の平均点を求め，

これを「総合点」とし，総合的な評価指標とする。ま

た，7因子をそれぞれ評価することでサイトの特徴を分

析することで，問題点を探る。

　アンケート項目は，ユーザーの考えるWebサイト

ユーザビリティについての評価構造を表すものであ

り，各項目に問題点を発見できると同時に，7因子ごと

のバランスを見ることで，Webサイト全体の問題点も

発見できる。またWUSはユーザーが感じる問題点を短

期間で抽出できるシステムであるが，ヒューリス

ティック評価などの質的評価と組み合わせることで，

さらに効果的なものとなる8。

結　　果

1. システムの統合結果

　医療業務において交わされる情報には『患者と医療

従事者が共有すべき情報』と『医療従事者同士のみで

共有すべき情報』とがある為，システムにアカウント

を登録する際にユーザーの職種を入力する項目を加

え，情報の登録・閲覧権限を設けた。また，本システ

ムは完全招待制のSNS (Social Networking Service) であ

り，医療従事者のみに新たなユーザーの招待を可能と

した。

　アカウント作成時の登録画面とログイン前後の画面

を図2に示す。患者番号などの必要事項を登録し，職

業1のドロップダウンで職業を選択する。この登録でそ

の利用者が医療従事者かの登録も行う。システムがロ

グイン画面でのユーザーIDとパスワードで医療従事者

か患者かの判断を行い，どちらかのホーム画面が表示

される。動作画面の混同・間違いを防ぐために，タイ

トルバーが緑色のページは医療従事者用 (同 (A) 参

照)，橙色のページが患者用 (同 (B) 参照) のホーム画

面とした。

　図3に動作画面例を示す。同図 (A) に示すように，医

療従事者のホーム画面からは医療画像を含めたすべて

の情報が登録・閲覧できる。これに対して患者のホー

ム画面からは自身の基本情報 (同図 (B))，バイタルや

苦痛症状尺度を含めた自己データ，その経時変化を示

すグラフ，医療機関からの掲示板，一部の情報の登

録・閲覧のみを可能とした。その登録・閲覧操作はで

きるだけ操作が簡便になるように，ドロップダウンメ

ニュー，ラジオボタンで行えるようにした。これは誤

入力防止にもなった。

　ログイン後のホーム画面の左側のサイドバー (バナー

部分) にはログインしている利用者自身の情報と患者

支援システムでの機能であるメンバーリストとコミュ

ニティのリストとが表示される。さらに，メニューに

はそれぞれの機能がタブとして配置されており，利用

者はこのタブの選択で全ての機能を利用できるように

した。

　また，システム間において重複している患者情報は

システム間で統合し，患者基本情報にて管理を行うよ

うにし，他のシステムからも閲覧できるようにした。

入力・登録に関しては当該システムからのみ実施でき

る。このように各システムを統合した事により，新た
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(A) ログイン画面，(B) 医療従者用ホーム画面，(C) 患者用ホーム画面

図2.  患者支援システムのログイン画面と医療従事者と患者との各ホーム画面

図3.  構築した在宅医療支援システムの画面例

(A) 医療従事者用画面例: タブでシステムを選択す

ると当該システムが起動する (赤枠内の画面表示

例)。

(B) 患者用画面例: タブによって起動したいシステ

ムを選択する。

梅田　徳男，他
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に，医療従事者は即時に患者情報の把握が可能とな

り，患者は自身に関わる医療情報を随時知る事が可能

となった。

2. 評価結果

　本構築システムに対して，模擬がん患者に課題を与

えたタスク達成時間の評価と，システムの使い勝手を

数値化し評価する手法であるWUS評価を行った。

　今回の評価では実際の使用を想定し，説明書を準備

した。操作に関する事前説明以外の助言をしないこと

を前提とし，使用法が分からない場合には説明書を利

用することとした。説明書を利用しても分からない場

合には，模擬がん患者にアドバイスを与える，という

設定のもとに評価を行った。しかし，アドバイスを与

えた模擬がん患者はいなかった。

1) タスク達成時間評価結果

　3つの機能は患者が最もよく使う機能と予想できるた

め，これらの機能のタスク達成時間を計測した。年代

ごとの時間計測の平均値を表1に示す。各機能でタスク

を達成する時間は，年代が増す毎に若干長くなる傾向

があるものの，最大で50%増程度であった。また，3機

能の内，メッセージ機能のタスク達成時間が最も短

かったのは，ページ間の画面遷移が最も少ない事に起

因している。

2) WUS評価結果

　評価は5点満点である。「好感度」「役立ち感」「内容の

信頼性」「操作の分かりやすさ」「構成の分かりやすさ」

「見やすさ」「反応性」の7項目に加えて，これらを平均

した「総合」の各項目のWUS評価結果を図4に示す。

反応性を除いて，3.0から4.0の間の評価を受け，「反応

性」は5.0の評価であった。全体としては20代の評価が

高かったものの，年代別の構築システムに対する評価

表1.  タスク時間評価結果

日記機能 コミュニティ機能 メッセージ機能

タスク1 タスク2 タスク1 タスク2 タスク1 タスク2

20代 2分12秒 29秒 2分14秒 27秒 1分1秒 26秒
30代 2分23秒 40秒 2分49秒 37秒 52秒 23秒
40代 2分25秒 43秒 2分36秒 1分 1分29秒 1分1秒
50代 2分22秒 47秒 3分20秒 49秒 1分22秒 1分17秒

図4.  WUS評価結果

外来がん患者を対象とした在宅医療支援システムの構築
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に大きな差は見られなかった。また，各項目に年代別

の特徴は見られなかった。

3) スタッフによる操作性の評価結果

　「システム間で被験者情報が共有できるのは，同じ情

報を入力しなくても良いので，助かる」。また，「訪問

看護中に情報が入力できるので，訪問看護ステーショ

ンに戻ってから書類を作成しなくても良いので，負担

軽減に繋がる」。一方で，「PCは紙面に比べて，重い」

等の評価を得た。

考　　察

　本システムはWebベースで閉鎖的なSNSを基盤とし

て構築したため，図3に動作画面例を示したように，ど

ちらのシステムからでも患者の情報が閲覧できる。ま

た患者はどこからでも自身の情報を登録できる。登録

された情報は医師をはじめとするがん治療に関わる医

療従事者間，医療従事者-患者間，患者間での即時の許

可された情報の共有が可能となった。また，治療方針

の作成や治療の実施に有益な情報を共有できるため，

円滑でより質の高い医療サービスの提供ができると考

える。

　また，タスク達成時間の評価とWUS評価との結果か

ら，画面表示フォントサイズはできる限り大きく，操

作性の向上を図り，誤入力を低減するために，可能な

限りドロップダウン方式での入力，ラジオボタンでの

入力を採用する。これが入力作業や誤入力の軽減につ

ながり，医療従事者の書類作成などに費やす時間を削

減できる。このため，医療従事者としての専門外の負

担を少なくでき，各医療サービスの提供がより高効率

に行えると考える。

　さらに図5に示すように，本構築システムはタブレッ

ト端末 (12.9インチiPad) 及び携帯電話 (5.9インチ端末)

でも使用できることを確認している。このため，医療

従事者が患者宅へと出向く場合においても，本システ

ムを利用する事ができ，ノート型のPCよりも遥かに軽

く手軽なため，負担軽減につながると考える。

　本システムを実際に臨床において導入・運用するに

は，患者・医療従事者の個人情報に対する考慮が必要

と考える。その為に，臨床試験を実施し，システム運

用などの検討を行っていく必要があると考える。また

臨床試験を行う上でシステムの安全管理は勿論，盗

難・不正利用の防止，利用する医療従事者・患者への

守秘義務と規定について検討を行う必要があると考

える。

　システムの安全管理は，刑法等で定められた医療専

図5.` タブレット端末，携帯電話での本構築システムの使用例

梅田　徳男，他
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門職に対する守秘義務等や個人情報保護関連各法 (個人

情報保護法，行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律 (平成15年法律第58号)，独立行政法人等の保

有する個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第59

号) に規定された安全管理・確保に関する条文によって

法的な責務として求められている。守秘義務は医療専

門職や行政機関の職員等の個人に，安全管理・確保は

個人情報取扱事業者や行政機関の長等に課せられた責

務である。安全管理をおろそかにすることは法律に違

反することになるが，医療においてもっとも重要なこ

とは患者等との信頼関係であり，単に違反事象がお

こっていないことを示すだけでなく，安全管理が十分

であることを説明できること，つまり説明責任を果た

すことが求められる9。

　また，盗難・不正利用の防止策として，施設内の運

用規程の策定などの組織的安全対策，盗難防止などの

物理的安全対策，ハッキング対策やセキュリティ保護

などの技術的安全対策，個人による情報の流出保護な

どの人的安全対策を講じる必要がある。最初の3つの安

全対策についてはシステムに関する事項であるため，

「情報システム運用責任者の設置」(組織的安全対策)，

「サーバが設置されている部屋の施錠」(物理的安全対

策)，「ファイアウォールの設置」(技術的安全対策) な

どを講じることにより比較的容易に解決可能である。

個人情報を保護する上で難しいのは人的安全対策であ

る。この対策として，医療スタッフに対して守秘義務

と違反時の罰則に関する規定などの定期的な教育訓練

を行う必要がある。

　以上のことを実施して，情報の盗難や不正行為，情

報設備の不正利用を軽減することができる。また，手

順をマニュアル化することでヒューマンエラーや不適

切な廃棄，紛失を防ぐことができる。

結　　論

　近年，外来がん患者の増加に伴い，緩和ケアの推進

や，地域の医療・介護サービスとの連携体制の構築，

がん患者に対する質の高いリハビリテーションの提供

について注目されている。しかしながら，外来患者に

おける対応は十分に行われていないことや，それを取

り巻く環境が充分に整備されていない問題がある。本

研究では医療や介護，リハビリテーションなど，がん

治療に関わる包括的な医療サービスの提供支援と円滑

な医療連携が行えるシステムを構築し，評価すること

を目的とした。

　訪問看護支援システム，訪問介護支援システム，ケ

アマネージャー業務支援システムの三つのシステムで

構成した外来がん患者を対象とした在宅医療支援シス

テムを構築した。システムの評価は，20代から50代ま

での模擬がん患者12名で行った。タスク達成時間の評

価では，若年層に比べて壮年層が長くなったが，1.5倍

以内であった。またWUS評価では，システムの『反応

性』は満点の5.0で，他の項目に関しても3.0から4.0の

比較的高い値になり，年代別の極端な特徴も見受けら

れなかった。

　以上から，本構築システムは年齢に限らず，どの患

者にも対応できることを示した。

　なお，本件構築システムは外来がん患者と地域の医

療機関との連携が必要となる。研究の推進に当たって

は，これらとの協働を図る必要がある。
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Purpose: The outpatients require information exchange with other patients and medical staff.  We are developing
a home-visit nursing care program support system which can efficiently perform of office work and can share
medical information up until now, the visit care support system, and the care manager operating support
system.  In this research, these systems are integrated and are estimated.
Materials and Methods: We named the integrated system, the home healthcare support system for cancer
outpatients.  Twelve mock patients (5 persons in their 20's, 2 persons in their 30's, 2 persons in their 40's, and
3 persons in their 50's) are selected at random to take part in a study to evaluate the system through the Web
Usability Scale (WUS), click analysis and eye-tracking analysis.  The system is evaluated based on task
achievement time, and the Web Usability evaluation Scale (WUS, 5-point scale).
Results: Although the manhood layer became long in evaluation of task achievement time compared with the
younger age group, they were less than 1.5 times.  Moreover, in the WUS evaluation, "reactivity" of the system
was 5.0 of full marks, became a comparatively high value of 4.0 from 3.0 also about other items, and was not
able to see the extreme feature according to age.  It was shown that this construction system can respond to
patients of all ages.
Conclusion: Each system was unified and exchange of information was also attained.  No relations were seen
between age group, task achievement time, and task achievement level.

Key words: cancer outpatient support system, home health care support system, visiting nursing support
system, home help care support system, care manager support system and information exchange
support system
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付録.  WUS評価項目

▼は逆転を示し，質問表現が評価軸方向と逆になっている項目である8。

「逆転項目」については，方向を逆転するために得られた5段階得点を6から引いたものを使用する。7因子ごとに，選択さ

れた3項目 (各5〜1点，逆転項目は逆転) の平均点を，得点とする。

・構成の分かりやすさ

　このウェブサイトには統一感がある

　このウェブサイトはメニューの構成がわかりやすい

　自分がこのウェブサイト内のどこにいるのかわかりやす

い

・見やすさ

　このウェブサイトの文章は読みやすい (行間，文章のレ

イアウトなど)
　このウェブサイトの絵や図表は見にくい▼

　このウェブサイトを利用していると，目が疲れる感じが

する▼

・反応性

　このウェブサイトでは，操作に対してすばやい反応が

返ってくる

　このウェブサイトを利用しているときに，画像が正しく

表示されないことがある▼

　このウェブサイトを利用しているときに，表示が遅く

なったり，途中でとまってしまうことがある▼

・好感度

　このウェブサイトのビジュアル表現は楽しい

　このウェブサイトは印象に残る

　このウェブサイトは親しみがわく

・役立ち感

　このウェブサイトではすぐにわたしの欲しい情報が見つ

かる

　このウェブサイトにはわからない言葉が多く出てくる▼

　このウェブサイトを使用するのは時間の浪費である▼

・内容の信頼性

　このウェブサイトに掲載されている内容は信用できる

　このウェブサイトは信頼できる

　このウェブサイトの文章表現は適切である

・操作の分かりやすさ

　このウェブサイトの操作手順はシンプルでわかりやすい

　このウェブサイトの使い方はすぐに理解できる

　このウェブサイトでは，次に何をすればよいか迷わない




